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意思決定を支援する
診療ガイドラインの役割：最善の医療を目指して、



Minds診療ガイドラインの定義

診療上の重要度の高い医療行為につい
て、エビデンスのシステマティックレ
ビューとその総体評価、益と害のバラン
スなどを考量して、患者と医療者の意思
決定を支援するために最適と考えられ
る推奨を提示する文書。

「Minds診療ガイドライン作成の手引き2014」より
（http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/handbook2014.html）

https://minds.jcqhc.or.jp/docs/minds/guideline/handbook2014.html


あるべき診療ガイドラインの条件

1.存在するエビデンスのシステマティックレビューに
基づく。

2.エビデンスの質と強さを提供する。

3.益と不利益（害・負担・費用）の両方を考慮する

4.患者・介護者の価値観や好みを考慮する。

5.推奨の強さを提供する。





エビデンス評価に基づき
エビデンスを活用する

作成方法論



診療ガイドライン作成方法論

• GRADE （Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation）Working group

• 英国国立医療技術評価機構（NICE、National Institute 
for Health and Clinical Excellence）

• 米国医学研究所（IOM、Institute of Medicine)、

• 医療研究品質庁（AHRQ、Agency for Healthcare 
Research and Quality）

• 米国予防医療作業部会（USPSTF 、US Preventive 
Services Task Force)

• 日本医療機能評価機構Medical Information Network
Distribution Service (Minds)





G-I-N 2015:
GRADE Working Group – 15 years of 
(rating) ups-and-downs

• Informal collaboration-need some organisation and 
strategy (GRADE guidance group, GRADE centers and 
networks, GRADE project groups, resources)

• Guidance needed to avoid confusion and misuse of 
GRADE - but policing not our role.

• GRADE is not a final product. A lot of innovation, 
testing and publication is needed and ongoing.



GRADE Handbook 2013

• Although the GRADE approach makes judgments about quality 
of evidence, that is confidence in the effect estimates, and 
strength of recommendations in a systematic and transparent 
manner, it does not eliminate the need for judgments. Thus, 
applying the GRADE approach does not minimize the 
importance of judgment or as suggesting that quality can 
alwalys be objectively determined.

(1.1 Purpose and advantages of the GRADE approach)

• Despite the limitations of breaking continua into categories, 
treating each criterion for rating quality up or down as discrete 
categories enhances transparency. Indeed, the great merit of 
GRADE is not that it ensures reproducible judgments but that 
it requires explicit judgment that is made transparent to users.

(5.1 5.1 Factors determining the quality of evidence)





他多数の報告書



The approach taken by NICE 
differs from the standard 
GRADE system in two ways:
It also integrates a review of 
the quality of cost-
effectiveness studies.
1. must (or must not) be 

used
2. should (or should not) be 

used
3. could be used.
The GRADE system allocates labels 
or symbols to represent the 
strength of a recommendation. 
NICE has chosen not to do this, but 
instead to reflect the concept of 
strength in the wording of the 
recommendation.

• WHO uses the GRADE approach 
to assess the quality of a body of 
evidence, develop and report 
recommendations.



わが国の診療ガイドライン作成
主体
•学会が中心

•疾患専門家が中心
• 臨床的文脈の理解が容易

• 臨床課題の設定が容易

• 非直接性の評価が容易

• クリニカルクエスチョンの枠組みに不慣れ

• フォーマルなバイアスリスクの評価に不慣れ

• 定量的統合（メタアナリシス）の経験が乏しい



Mindsの方法の位置づけ

• …国際的に現時点で公開されているGRADE、The
Cochrane Collaboration、AHRQ、Oxford EBM center
ほかが提案する方法を参考に、わが国における診
療ガイドライン作成に望ましいと考えられる方法を
提案した。各々の原法を用いる場合は、原文献を
参照することが望ましい[巻末の文献(p.107)参照]

Minds診療ガイドライン作成の手引き2014



非直接性（indirectness）

「一般に，外的妥当性（external validity），一般化可能性
（generalizability），適用可能性（applicability）と同義で
使われている。CQと評価される研究の間の臨床状況・
集団・条件との相違である。

MindsではStep 1で個々の研究について評価したのち，
Step 2の総合評価として以下の項目について改めて検
討する方法を「手引き2014」で採用した。

①研究対象集団の違い②介入の違い③比較の違い
④アウトカム測定の違い」



GRADE Minds AHRQ/IOM
非直接
性

エビデンス総
体の評価に用
いるが、個別
研究の評価に
は用いない。

個別研究とエ
ビデンス総体
の両方の評
価に用いる。

アウトカムと介入の
非直接性以外は
適 用 可 能 性
Applicabilityとして
評価される。

非直接
性 と バ
イアスリ
スク

非直接性とバ
イアスリスクは
別の概念とし
て取り扱う。

非直接性は
外的バイアス、
バイアスリスク
は内的バイア
スとしていず
れもバイアス
として一元的
に取り扱う。

非直接性とバイア
スリスクは別の概
念として取り扱い、
非直接性の一部
は 適 用 可 能 性
Applicabilityとして
取り扱う。









より客観的な方法論と
個別化医療への対応

今後の方向性



診療ガイドライン作成には多くの
ステークホルダーの参加が必要
• 文献検索の専門家

--->>>関係のある研究論文をもれなく集める。

• 臨床研究の評価のための知識、スキルのある人：医学統
計学、臨床疫学、臨床試験の専門家、診療ガイドライン作成
専門家など

--->>>研究の妥当性を評価し、定性的システマティックレビューを
行う。

--->>>定量的システマティックレビューを行う。

• 疾患専門家
--->>>臨床課題の設定

--->>>クリニカルクエスチョンの作成

--->>>非直接性の評価=システマティックレビューの一部

• 医療利用者

--->>>患者・介護者の視点を提供する



今後の作成方法論開発の方向性

課題 方向性

バイアスリスクの評価 評価者により結果が異なることを
前提に代表値を用いる方法

複数評価項目の統合 バイアスや非直接性の大きさと
不確実性に基づいた定量的統合

効果の推定 統計学的に適切で、臨床決断に
有用な結果が得られる方法

益と不利益（害、負担、
費用）の評価

価値観を取り込み、さまざまな価
値観に対応できる方法



集団から個人へ：個人に最適化
された医療へ

患者集団

個別患者

P4 medicine: predictive, preventive, personalized, and participatory.

亜群
診療ガイドラインの領域

主治医の領域

25

Shared decision
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まとめ

•診療ガイドラインは最善の医療を目指して意思決
定を支援するもの。

• Mindsでは方法論の開発、普及に努めてきた。

•今後、より客観性の高い方法論の開発、個別化医
療への対応が必要。


